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第61回全国大会プログラム
2018年9月7日(金)へ9日(日)

大会実行委員長

久富健治(神戸山手大学)

[統　一　論　題]

イベントとツーl)ズムのマネジメント

日程:9月7日(金)　　　　　　　　Excursion(学会研修ツアー)・実践経営学会理事会

8日(土)・9日(日)　　　　全国大会

会場:神戸山手大学(兵庫県神戸市中央区)

実践経営学会第61回全国大会のプログラムをお届けいたします。第61回大会は、2018年9月7日(金)

一9日(目)の3日間、神戸山手大学(兵庫県神戸市中央区)において、下記の統一論題のもとに開催さ

れます。

今回の全国大会は、神戸港開港150周年を経て、国際観光都市としてますます賑わいを見せる、「神戸と

いう大きな街にある小さな大学」で開催させていただきます。神戸発の企業博物館等の見学会も予定して

おります。全国大会として恥じることなく開催できればと考えておりますので、多くの方々のご参加をお

待ちしております。

統一論題シンポジウムでは、大都市や地域でメガイベントやツーリズムを展開しておられる研究者・実

践活動家に参加していただき、イベントやツーリズムという新たな対象のマネジメントを探り、議論を深

めていけるものと考えております。

また、自由論題報告につきましては、多くの会員の皆様からお申込を頂きました。活発な御議論が行わ

れるよう、期待しております。大会準備におきましては、井形浩治会長、田中敬一副会長、平野文彦前会

長はじめ、多くの先生方の御協力で完了できましたこと、この場をお借りいたしまして御礼申し上げます。

大会開催まであと僅かとなりましたが、大会実行委員会として不備・不足のないよう準備を進めて参り

たいと考えています。

多数の会員の皆様方が第61回全国大会へ御参加いただくよう、お願い申し上げます。

[□



【統一論題】

イベントとツーリズムのマネジメント

【解　題】

わが国では現在、歴史、社会、文化等あらゆる人間的営みが可視化され、従来型の観光業を超越するよ

うな、多様で新たなツーリズムが生まれています。このような現代のツーリズムを解釈、あるいは実際に

企画するうえで、企業中心の経営学では足りないかもしれません。

また、オリンピックやロックフェスティバルのようなメガイベントが都市や地域を特徴づけるように

なっています。都市におけるハレや祝祭を演出するイベントの企画・運営といったものが実践経営の新し

い領域になる可能性があります。

関西ではラグビーや生涯スポーツのメガイベントを控え、万国博覧会の誘致も行われています。ツーリ

ズムやイベントを核としたソーシャルイノべ-ションが生み出されるかもしれません。

このような事態を目の当たりにすると、従来多くは企業組織の動態を扱っていた経営学の対象を社会的

活動全般に拡散させ、理論の検証と深化を行うことが必要ではないかと思われます。もちろん、このよう

な新しい動向に関しては、本学会でも既に一部で研究の蓄積が見られますが、このあたりで統一論題とし

て取り上げ、現実の課題に即した実践経営の見地から考えてみたいと思います。

9月7日(金)Excursion(学会研修ツアー)・理　事　会

「4:00:神戸山手大学・「号館前集合(大会貸切バスにて移動)

研修予定地:カワサギワールド(川崎重工業の技術を結集した博物館)

UCCコーヒー博物館、等

「7:00二　大学到着予定

「7:30へ「8:00　常任理事会(開催場所:神戸山手大学・本館4号館403号室)

「8:00へ「9二30　理事会(開催場所:神戸山手大学・本館4号館403号室)

回



9月8日(土)

「)参加受付:9:30へ　　(本館4号舘2F)

と)自由論題:「0二00へ12:「0(本館4号館3F)

自由論題報告(20分)・コメント(5分)・質疑応答(5分)

●第「会場　303教室

No �時間 �報告者 �所属 �テーマ �座長 �コメンテーター 

「 �「0:00一-「0:30 �信川　景子 �金沢星稜大学 �組織文化との相補性を考慮した人的 資源管理の構築 �井形浩治 (大阪経済大学) �菅原浩信 (北海学園大学) 

2 �「0:30へ「l:00 �図本康寿 園　弘子 �梅光学院大学 宮崎大学 �Tha主Nichiinstituteof 丁echnoIogy (在タイ・バンコク)の経営戦略 ー大学と日系企業との関わりを視点 として- ��　李為 (京都産業大学) 

●第2会場　304教室

No �時間 �報告者 �所属 �テーマ �座長 �コメンテーター 

l �「0:00-「0:30 �柳　　　純 �下関市立大学 �日系小売企業の海外撤退に係る研究 ー量的把握と検討課題- �川野祐二 (下関市立大学) �吉村素志 (帝塚山大学) 

2 �「0:30へ「「:00 �板倉　宏昭 �首都大学東京・ 産業技術大学院大学 �現代企業の社会的責任の基本問題 ��吉村泰志 (帝塚山大学) 

「「:00へ「「:「0 �休憩 ��� � 

3 �「「:「0へ「「:40 �岩田　　智 �岩手県立大学 �生活協同組合方式による映画館経営 に関する研究 ー映画館開館から閉館まで- �板倉宏昭 (首都大学東京・ 産業技術大学院 大学) �月i野祐二 (下関市立大学) 

4 �「「:40へ「2:「0 �山田　敏之 �大東文化大学 �日本企業のイノベーションとダイ バーシティ ��川野祐二 (下関市立大学) 

回



●第3会場　305教室

No �時間 �報告者 �所属 �テーマ �座長 �コメンテーター 

「 �「0:00へ「0:30 �杉山　智行 �みやきん経済研究所 �宮崎県内の企業経営環境に関する考 察 �菊池真- (北海商科大学) �伊佐　淳 (久留米大学) 

2 �「0:30へ「l:00 �根岸　裕孝 �宮崎大学 �地方創生におけるチェンジエージェ ント機能 ー宮崎県日南市油津商店街を事例に した考察へ ��伊佐　淳 (久留米大学) 

「「:00へ「「:「0 �休憩 ���� 

3 �「「:「0へ「「:40 �山本　誠- �顧客応援隊 �地域創生にみるシステムデザイン・ マネジメントからの考察 ー京都府山城地区の地域創生- ��辻本乃理子 (流通科学大学) 

4 �「「:40一-「2:「0 �丹生　晃隆 �宮崎大学 �地域資源を活用した新商品開発・ マーケテイング調査の取り組み 一株式会社イートの「キャラいも」 を題材にした実践教育- ��辻本乃理子 (流通科学大学) 

●第4会場　306教室

No �時間 �報告者 �所属 �テーマ �座長 �コメンテーター 

「 �「0:00へ「0:30 �横井久美子 �東京工業高等専門学 �集団規範と動機づけ �田中敬- (近畿大学) �井原　久光 
校 �ー学生と社会人の事例から- ��(東京富士大学) 

2 �「0:30へ「「:00 �鈴木　信幸 �亜細亜大学 �中小企業・小規模事業の意思決定過 程と戦略的な企業提携の関係につい て ��井原久光 (東京富士大学) 

「「:00へ「「:「0 �休憩 ��� � 

3 �「l:「0へ1「:40 �片山　郁夫 �法政大学大学院博士 後期課程 �戦後規制下の損害保険産業の自動車 保険発展プロセスにみる企業間競争 と協調 �吉野忠男 (大阪経済大学) �小原久美子 (県立広島大学) 

4 �「「:40へ「2:「0 �寿都　　優 �早稲田大学大学院博 士後期課程 �競合企業との協調戦略の実証研究 ー競争関係の強さが協調戦略の決定 要因に与える影響- ��小原久美子 (県立広島大学) 

※なお、座長・コメンテーターにつきましては、変更となる可能性があります。

昼食休憩:「2:「0へ「3:30(8目参加者には、弁当を支給します)

回



3)開会式・統一論題シンポジウム:(本館4号館403号室)

「3:30i開　会　式!

歓迎の辞

会長挨拶　実践経営学会会長　井形　浩治(大阪経済大学)

「3:35 統一論題シンポジウム

<趣旨説明>　大会実行委員長・司会　　久喜　健治(神戸山手大学)

<基調講演>

13:45へ　第「講演:小野田　金司氏(神戸山手大学教授・副学長)

テーマ:「メガロックイベントのマネジメント(仮)」

14:30へ　第2講演:西村　典芳氏(神戸山手大学教授)

テーマ:「ヘルスツーリズムのマネジメント(仮)」

(休憩)

15:30一　<パネルディスカッション>(会員質疑・討論含む)

テーマ:「イベントとツーリズムのマネジメントを探る(仮)」

パネリスト:小野田金司氏(神戸山手大学教授・副学長)

西村　典芳氏(神戸山手大学教授)

田中　敬-(学会副会長・近畿大学)

久喜　健治(神戸山手大学)

「7:00一終了　本部事務局よりの連絡

島田　裕司(本郷経営労働研究所)

「7二30一 研究・情報交換会

新入会員の紹介、乾杯、各地支部長からの挨拶など

回



i9月9日(日)i

「)自由論題:「0:00へ「2:「0(本館4号館3F)

自由論題報告(20分)・コメント(5分)・質疑応答(5分)

●第「会場　303教室

No �時間 �報告者 �所属 �テーマ �座長 �コメンテーター 

「 �「0:00へ「0:30 �落合　康裕 �静岡県立大学 �渋沢栄-と経営者育成 �島田裕司 (本郷経営労 働研究所) �名渕浩史 (近畿大学) 

2 �「0:30へ「1:00 �細沼　詰芳 �SBi大学院大学 �現代中国を代表する儒商経営者にみ る経営目的と経営倫理に関する若干 の考察 ー張瑞敏、任正非、馬雲の場合- ��名渕浩史 (近畿大学) 

「「:00へ「「:「0 �休憩 ���� 

3 �「「:「0へ「「:40 �後藤　俊夫 �日本経済大学大学院 �長寿ファミリービジネスと株価パ フォーマンス ��伊部泰弘 (新潟経営大学) 

●第2会場　304教室

No �時間 �報告者 �所属 �テーマ �座長 �コメンテーター 

l �「0:00へ「0:30 �大野　貴司 �東洋学園大学 �わが国大学運動部における組織マネ ジメントの研究 ークリス・アージリスの所説を手掛 かりとして鵜 �日野陸生 (東京富士大学) �大島俊- (中部大学) 

2 �「0:30へ「「:00 �北川　敬臆 �立命館大学大学院研 究科研究生 立命館大学大学院 �教育サービスの視点から高等学校の 価値(こ関する考察 ��大島　俊- 

青山　　敦 ��一定性分析で抽出したサービス価値を 尺度とするアンケートの分析から- ��(中部大学) 

「「:00へ「「:「0 �休憩 ���� 

3 �「「:「0へ「「:40 �菅原　浩信 �北海学園大学 �NPO法人やボランティア組織によ る地域の茶の間のマネジメント ��濱田恵三 (流通科学大学) 

4 �「l:40-「2:「0 �田村正文 丹羽浩正 谷田貝孝 �八戸学院大学 八戸学院大学 宮崎大学 �人口減少社会における地域教育機関 の役割 ��濱田恵三 (流通科学大学) 

回



●第3会場　305教室

No �時間 �報告者 �所属 �テーマ �座長 �コメンテーター 

「 �「0:00へ「0:30 �小泉　修平 �㈱日本経営システム �プロクシーアドバイザーの現状と課題 一企業を襲う平成の黒船の正体へ �夏目重美 (亜細亜大学) �井形清治 (大阪経済大学) 

2 �「0:30へ「「:00 �韓　　尚眞 �近畿大学大学院博士 �親会社と社内ベンチャー間の情報の 非対称性に関する事例研究 ��井形　浩治 
後期課程 �ープリンシパル・エージェント理論 と企業家活動との関係を中心に- ��(大阪経済大学) 

「「:00へ「「:「0 �休憩 ��� � 

3 �「「:「0へ「l:40 �山田ひとみ �聖学院大学 �戦後日本における比較貸借対照表の 導入過程-GHQインストラクショ ンの分析をとおして- �小泉修平 (㈱日本経営 システム) �夏目重美 (亜細亜大学) 

4 �「「:40へ「2:「0 �篠原　　淳 �九州共立大学 �リスク分担型企業年金に関する動向 と会計上の問題点 ー意思決定を踏まえた選択に基づく 検討- ��夏目重美 (亜細亜大学) 

●第4会場　306教室

No �時間 �報告者 �所属 �テーマ �座長 �コメンテーター 

「 �「0:00へ「0:30 �角田　光弘 �拓殖大学 �現代ロジスティクス企業の戦晴的経 営課題と組織マネジメントー株式会 社カワキタエクスプレスにおける中 核人財としてのトラック・ドライ バーの報酬制度に対する考察一 �三森敏正 (石巻専修大学) �田中晴人 (金沢学院大学) 

2 �「0:30へ「「:00 �金　　　埼 �東京国際大学 �インバウンド消費の拡大と対応につ いて ー経験価値マーケテイングの有効 性へ ��田中晴人 (金沢学院大学) 

「「:00へ「「:「0 �休憩 ���� 

3 �「「:「0-「「:40 �檀原　寿識 �武庫川女子大学 �プロ野球におけるメディア・プロ モーション戦略 -2軍戦の観客数増加をモデルとし て- ��稲田賢次 (大阪学院大学) 

4 �「「:40へ「2:「0 �久喜　健治 �神戸山手大学 �スポーツ言説の特徴とスポーツ産業 のイノベーションの関係について ��稲田賢次 (大阪学院大学) 

※なお、座長・コメンテーターにつきましては、変更となる可能性があります。

「2:20へ　会　員　総　会　(本館4号館403号室)

「3:30へ　フェアウェル・パーティ(軽食を用意します)

回



大会参加費のご案内と手続き � 

実践経営学会第6「回全国大会実行委員会

田　参加の申し込み

下記の①へ③までの内容を添えて、第61回大会実行委員会のメールアドレス

6sam6l.kobeyamate@gmail.com)宛、8月17日(金)までにご連絡ください。

①　お名前・ご所属・連絡先メールアドレス(メールをご利用されていない方は電話番号)

②　9月7日(金)「ェクスカーション」への「参加・不参加」の意思表示

③　9月8日(土)「研究・情報交換会」への「参加・不参加」の意思表示

岬、お手数ですが、ハガキにて下記までご連絡ください。
〒65い0004　神戸市中央区中山手通6丁目5番2号　神戸山手大学

実践経営学会第61回全国大会実行委員長　久富健治　宛

回　参加費のお支払い

同封の「払込取扱票」をご利用の上、お振込みください。なお、「払込取扱票」では、以下のように

「8月17日まで」と「8月18日以降」に分けて表示いたしました。

8月17日までの金額 �8月18日以降の金額 

大会参加費 �6,000円 �7,000円 

エクスカーション参加費 �2,000円 �2,000円 

研究・情報交換会会費 �4,000円 �4,000円 

なお、準備の都合上、「当日払いによる参加」はお断り申し上げます。また夏季休暇にかかりますの

で、直前の申込や振込は混乱が生じます。本ご案内が到着次第、お早めの振込にご協力をお願い申し上

げます。

固　ホテル等の確保

早めのご予約をおすすめいたします。

【ホテルのご案内】

☆ホテル　ザ・ピー神戸(JR・阪急・阪神の各三宮駅から徒歩3分、地下鉄三宮駅西3番出口から

徒歩1分)

〒650-0011神戸市中央区下山手通2-11-5　TEし:078-333-4880

URし:http//kobe.theb-hotels.com

シングル1泊(9/7(金))普10,500(税込・朝食付き)

シングル1泊(9/8(土))辛15,000(税込・朝食付き)

回　クールビスで

季節柄、また週末でもありますので、クールビズをおすすめいたします。

回



神戸山手大学

〒650-0004神戸市中央区中山手通6丁目5番2号

丁EL:078“371宴8000　FAX:078-371-4938　　へのアクセス方法

アクセスマップ

1、4、5号館　〒650-0006　神戸市中央区諏訪山町3-1

2号館　　　　　〒650-0004　神戸市中央区中山手通7丁目12-1

3号館　　　　　〒650-0004　神戸市中央区中山手通6丁目5-2

回
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